
◎議案処理結果一覧表                

  
◎議案処理状況                      

議案番号 上程年月日 付託委員会 議決年月日 議決の状況

第1号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第2号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第3号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第4号 H27.2.27 総　　務 H27.3.18 原案可決

第5号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第6号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第7号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第8号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第9号 H27.2.27 総　　務 H27.3.18 原案可決

第10号 H27.2.27 総　　務 H27.3.18 原案可決

第11号 H27.2.27 総　　務 H27.3.18 原案可決

第12号 H27.2.27 総　　務 H27.3.18 原案可決

修正案 H27.3.18 ・・・・・ 修正案否決

第13号 H27.2.27 総　　務 原案可決

修正案 H27.3.18 ・・・・・ 修正案否決

第14号 H27.2.27 総　　務 原案可決

第15号 H27.2.27 総　　務 H27.3.18 原案可決

第16号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第17号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第18号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第19号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第20号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

審議結果
　　原案可決：57 件、同意：4 件

3月定例会市長提出のもの（58件）

 件                      名

市道の認定について

市道の路線変更について

市道の廃止について

秩父市辺地に係る総合整備計画を定めることに
ついて
指定管理者の指定について（秩父市上吉田デイ
サービスセンター及び秩父市立上吉田高齢者生
活支援ハウス吉祥苑）
指定管理者の指定について（秩父市立養護老人
ホーム長寿荘）
指定管理者の指定について（秩父市立特別養護
老人ホーム偕楽苑）
指定管理者の指定について（秩父市みどりの村
関連施設）
地方自治法第９６条第２項の規定による議会の
議決すべき事件に関する条例の一部を改正する
条例
秩父市長等の給料の額の特例に関する条例の一
部を改正する条例
秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部
を改正する条例
秩父市役所出張所設置条例の一部を改正する条
例

秩父市立特別養護老人ホーム条例の一部を改正
する条例

秩父市介護保険条例の一部を改正する条例

秩父市体育施設条例の一部を改正する条例

H27.3.18秩父市温水プール条例の一部を改正する条例

H27.3.18
秩父市文化体育センター条例の一部を改正する
条例

秩父市保育所条例の一部を改正する条例の一部
を改正する条例
秩父市子どものための教育・保育給付に係る利
用者負担額等を定める条例の一部を改正する条
例
秩父市立養護老人ホーム条例の一部を改正する
条例
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第21号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第22号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第23号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第24号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第25号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第26号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第27号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第28号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第29号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第30号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第31号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第32号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第33号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第34号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第35号 H27.2.27 総　　務 H27.3.18 原案可決

第36号 H27.2.27 分　　割 H27.3.18 原案可決

第37号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第38号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第39号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第40号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第41号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第42号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第43号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第44号 H27.2.27 分　　割 H27.3.18 原案可決

第45号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第46号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第47号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第48号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第49号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

秩父市教育長の職務に専念する義務の特例及び
勤務時間等に関する条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一
部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理
に関する条例

秩父市デイサービスセンター条例の全部改正に
ついて

秩父市バイシクルモトクロス場条例の一部を改
正する条例

平成２６年度秩父市一般会計補正予算（第９
回）

平成２６年度秩父市戸別合併処理浄化槽事業特
別会計補正予算（第３回）

秩父市指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準等を定める条例等の
一部を改正する条例

秩父市病院事業の設置等に関する条例の一部を
改正する条例

秩父市市長及び副市長の給与等に関する条例の
一部を改正する条例

秩父市学童保育室条例の一部を改正する条例

秩父市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例
の一部を改正する条例

秩父市都市公園条例の一部を改正する条例

平成２７年度秩父市一般会計予算

平成２７年度秩父市国民健康保険特別会計予算

平成２７年度秩父市後期高齢者医療特別会計予
算

秩父市手数料徴収条例の一部を改正する条例

秩父市営駐車場条例の一部を改正する条例

秩父市立上吉田高齢者生活支援ハウス条例の全
部改正について
秩父市勤労者福祉センター条例の全部改正につ
いて

秩父市青少年問題協議会条例を廃止する条例

平成２７年度秩父市農業集落排水事業特別会計
予算

平成２６年度秩父市後期高齢者医療特別会計補
正予算（第３回）
平成２６年度秩父市介護保険特別会計補正予算
（第３回）
平成２６年度秩父市下水道事業特別会計補正予
算（第３回）

平成２６年度秩父市水道事業会計補正予算（第
２回）
平成２６年度秩父市立病院事業会計補正予算
（第３回）

平成２７年度秩父市介護保険特別会計予算

平成２７年度秩父市下水道事業特別会計予算

平成２６年度秩父市国民健康保険特別会計補正
予算（第３回）
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第50号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第51号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第52号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第53号 H27.2.27 まちづくり H27.3.18 原案可決

第54号 H27.2.27 文教福祉 H27.3.18 原案可決

第55号 H27.3.18 ・・・・・ H27.3.18 同　　意

第56号 H27.3.18 ・・・・・ H27.3.18 同　　意

第57号 H27.3.18 ・・・・・ H27.3.18 同　　意

第58号 H27.3.18 ・・・・・ H27.3.18 同　　意

議案番号 上程年月日 付託委員会 議決年月日 議決の状況

第12号 H27.3.18 ・・・・・ H27.3.18 原案可決

第13号 H27.3.18 ・・・・・ H27.3.18 原案可決

第14号 H27.3.18 ・・・・・ H27.3.18 原案可決

秩父市公平委員会委員の選任について

人権擁護委員候補者の推薦について

 件                      名

秩父市議会委員会条例の一部を改正する条例

秩父市教育長の任命について

平成２７年度秩父市公設地方卸売市場特別会計
予算

秩父市副市長の選任について

平成２７年度秩父市水道事業会計予算

平成２７年度秩父市立病院事業会計予算

ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援
を求める意見書

3月定例会議員提出のもの（3件）

平成２７年度秩父市駐車場事業特別会計予算

平成２７年度秩父市戸別合併処理浄化槽事業特
別会計予算

「女性が輝く社会」の実現に関する意見書
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